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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期第3四半期 9,617 △2.0 1,348 △11.6 1,313 △15.7 811 28.0
21年5月期第3四半期 9,818 ― 1,525 ― 1,557 ― 633 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年5月期第3四半期 65.52 ―

21年5月期第3四半期 50.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年5月期第3四半期 13,890 12,302 88.6 993.43
21年5月期 14,025 11,758 83.8 949.45

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  12,302百万円 21年5月期  11,758百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
22年5月期 ― 12.00 ―

22年5月期 
（予想）

12.00 24.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,100 △2.4 1,300 △11.1 1,250 △11.2 770 16.7 62.18
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・平成21年７月２日発表の通期の連結業績予想を、本日、上記の通り修正しております。 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 12,936,793株 21年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  552,763株 21年5月期  552,499株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第3四半期 12,384,160株 21年5月期第3四半期 12,531,796株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気低迷により、厳

しい状況が続いておりましたが、海外経済の改善や新政権による緊急経済対策の効果等を背景に、輸出や

個人消費を中心に持ち直しの動きが見られ、企業収益にも改善が見られました。しかしながら、雇用情勢

やデフレの影響など景気を下押しするリスクが残されており、依然として予断を許さない状況にありま

す。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー印刷に関係が深い株式市場は、日経平均株価の1万円台回復

や大手企業によるエクイティファイナンス（新株発行を伴う資金調達）の増加など改善の兆しも見られま

した。しかしながら、IPO（新規上場）件数は依然として低水準のまま推移しているなど、本格的な回復

には至りませんでした。 

 ディスクロージャー印刷の分野におきましても、上場会社数の減少に加え、お得意様企業のコスト削減

意識の浸透により、価格競争が激化するなど、業界を取り巻く環境が一層厳しさを増しております。 

(1) 売上高 
当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比200百万円(2.0%)減少し、9,617百万円となりま

した。 
 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、提出免除や統廃合の影響で有価証券報告書の売上高が減

少しましたが、目論見書の売上が増加したことにより前年同四半期比108百万円(2.3%)増加し、4,721

百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知は横ばいでしたが、株券関係売上の減少を主因

に、前年同四半期比56百万円(3.3%)減少し、1,663百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、競争激化の影響で前年同四半期比203百万円(7.2%)減少し、2,609百

万円となりました。 

・ その他製品につきましては、電子公告売上の減少などにより前年同四半期比48百万円(7.3%)減少

し、623百万円となりました。 
(2) 営業利益 

効率化やコスト削減などへの取組みにより利益確保に努めて参りましたが、売上高減少に伴う利益の

落ち込みをカバーするには至らず、営業利益は前年同四半期比176百万円(11.6%)減少し、1,348百万円

となりました。 
(3) 経常利益 

営業外損益は投資事業組合運用損を77百万円計上したことにより、34百万円のマイナスとなり、経常

利益は前年同四半期比244百万円(15.7%)減少し、1,313百万円となりました。 
(4) 四半期純利益 

投資有価証券評価損が前年同四半期の424百万円から0百万円に減少したことにより、税金等調整前四

半期純利益は前年同四半期比180百万円(16.3%)増加し、1,286百万円となり、四半期純利益は前年同四

半期比177百万円(28.0%)増加し、811百万円となりました。 
  
 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、
第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  

 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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(1) 財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、6,137百万円となりました。これは、現金及

び預金が995百万円増加し、受取手形及び売掛金が536百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、7,752百万円となりました。これは、有形固

定資産が125百万円、前払年金費用が120百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、13,890百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて31.3％減少し、1,498百万円となりました。これは、買掛

金が307百万円、未払費用が651百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.8％増加し、88百万円となりました。これは、役員退職

慰労引当金が6百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて30.0％減少し、1,587百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.6％増加し、12,302百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が514百万円増加したことなどによります。 

  
(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ996百万円(30.4%)増加し、4,268百万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ524百万円(25.4%)減少し、1,539百万円とな

りました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,286百万円、売上債権の減少額538百万円であ

り、支出の主な内訳は、未払費用の減少額651百万円及び法人税等の支払額581百万円でありま

す。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ94百万円(27.5%)減少し、249百万円となりま

した。 収入の主な内訳は、投資事業組合からの分配による収入22百万円であり、支出の主な内訳

は、有形・無形固定資産の取得による支出227百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ591百万円(66.9%)減少し、293百万円となり

ました。  

 これは、主に配当金の支払額292百万円であります。 

  

平成21年７月２日発表の平成22年５月期の通期の連結業績予想につきましては、修正しております。詳

細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

・棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5．【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,938,668 2,942,812

受取手形及び売掛金 1,278,925 1,815,250

有価証券 337,473 334,120

仕掛品 349,837 803,201

原材料及び貯蔵品 28,825 40,380

繰延税金資産 168,389 67,698

その他 47,711 27,010

貸倒引当金 △12,149 △8,555

流動資産合計 6,137,683 6,021,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,038,946 3,037,866

減価償却累計額 △1,993,934 △1,948,629

建物及び構築物（純額） 1,045,011 1,089,237

機械装置及び運搬具 1,940,542 2,060,493

減価償却累計額 △1,564,386 △1,612,046

機械装置及び運搬具（純額） 376,156 448,447

土地 3,186,649 3,186,649

その他 340,966 351,005

減価償却累計額 △284,701 △285,761

その他（純額） 56,265 65,244

有形固定資産合計 4,664,083 4,789,578

無形固定資産   

ソフトウエア 828,408 865,465

その他 32,364 46,223

無形固定資産合計 860,773 911,689

投資その他の資産   

投資有価証券 1,784,378 1,794,321

繰延税金資産 188,839 154,986

前払年金費用 39,709 160,342

その他 228,457 207,677

貸倒引当金 △13,809 △15,492

投資その他の資産合計 2,227,575 2,301,836

固定資産合計 7,752,432 8,003,104

資産合計 13,890,115 14,025,022
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 359,319 666,454

未払法人税等 366,400 317,970

未払費用 249,610 901,454

賞与引当金 279,804 －

役員賞与引当金 19,245 25,660

その他 224,050 270,344

流動負債合計 1,498,429 2,181,884

固定負債   

退職給付引当金 － 1,991

役員退職慰労引当金 88,967 82,869

固定負債合計 88,967 84,861

負債合計 1,587,397 2,266,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,049,318 2,049,318

資本剰余金 1,998,941 1,998,941

利益剰余金 8,862,904 8,348,764

自己株式 △558,246 △558,043

株主資本合計 12,352,919 11,838,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △50,200 △80,705

評価・換算差額等合計 △50,200 △80,705

純資産合計 12,302,718 11,758,276

負債純資産合計 13,890,115 14,025,022
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 9,818,372 9,617,866

売上原価 5,163,321 5,171,271

売上総利益 4,655,050 4,446,594

販売費及び一般管理費   

販売促進費 159,646 163,505

運賃及び荷造費 168,243 155,061

役員報酬 89,190 94,821

給料及び手当 1,484,606 1,480,688

賞与引当金繰入額 146,088 161,493

役員賞与引当金繰入額 19,240 19,245

退職給付引当金繰入額 58,844 100,184

役員退職慰労引当金繰入額 12,422 6,097

福利厚生費 302,252 307,924

修繕維持費 55,229 31,433

租税公課 39,494 37,135

減価償却費 67,498 65,091

賃借料 95,423 91,356

その他 431,716 384,342

販売費及び一般管理費合計 3,129,895 3,098,380

営業利益 1,525,155 1,348,214

営業外収益   

受取利息 6,144 2,153

受取配当金 18,120 18,623

不動産賃貸料 － 10,623

その他 24,719 12,755

営業外収益合計 48,983 44,156

営業外費用   

支払利息 1,437 130

有価証券評価損 4,495 －

投資事業組合運用損 3,956 77,948

その他 6,387 782

営業外費用合計 16,275 78,861

経常利益 1,557,863 1,313,509
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 7,600 107

特別利益合計 7,600 107

特別損失   

固定資産売却損 55 798

固定資産除却損 3,756 20,918

投資有価証券売却損 1,000 －

投資有価証券評価損 424,073 526

施設利用権評価損 － 1,275

貸倒引当金繰入額 18,637 4,036

その他の投資評価損 12,509 －

特別損失合計 460,032 27,553

税金等調整前四半期純利益 1,105,430 1,286,062

法人税、住民税及び事業税 800,097 630,171

法人税等調整額 △328,356 △155,470

法人税等合計 471,740 474,701

四半期純利益 633,690 811,361

宝印刷㈱（7921）　平成22年５月期第３四半期決算短信

－ 9 －



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,105,430 1,286,062

減価償却費 374,864 369,717

引当金の増減額（△は減少） 262,810 279,405

受取利息及び受取配当金 △24,264 △20,777

支払利息 1,437 130

固定資産除却損 3,756 20,918

売上債権の増減額（△は増加） 814,465 538,008

たな卸資産の増減額（△は増加） 460,264 464,918

仕入債務の増減額（△は減少） △447,924 △307,135

未払費用の増減額（△は減少） △649,549 △651,847

投資事業組合運用損益（△は益） 3,956 77,948

投資有価証券評価損益（△は益） 424,073 526

その他 157,127 42,608

小計 2,486,448 2,100,483

利息及び配当金の受取額 24,167 20,777

利息の支払額 △1,437 △130

法人税等の支払額 △445,429 △581,836

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,063,748 1,539,293

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △32,838 △38,700

無形固定資産の取得による支出 △251,690 △188,477

投資有価証券の取得による支出 △112,379 △45,662

投資有価証券の売却による収入 10,600 2,473

投資事業組合からの分配による収入 47,069 22,200

その他 △5,686 △1,831

投資活動によるキャッシュ・フロー △344,926 △249,997

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 －

配当金の支払額 △283,420 △292,925

自己株式の取得による支出 △501,405 △202

その他 154 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △884,670 △293,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 834,151 996,168

現金及び現金同等物の期首残高 2,886,643 3,272,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,720,794 4,268,600
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

   該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累
計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であ
ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 
  

［所在地別セグメント情報］ 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

［海外売上高］ 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

    該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当社グループにおいて、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので製品区分別に記載し

ております。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
③販売実績 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  
  
  

  

6. その他の情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成21年２月28日

当第３四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 4,613,280 47.0 4,721,459 49.1 108,178 2.3

会社法関連 1,719,426 17.5 1,663,359 17.3 △56,067 △3.3

ＩＲ関連 2,813,377 28.7 2,609,624 27.1 △203,753 △7.2

その他 672,287 6.8 623,423 6.5 △48,863 △7.3

合計 9,818,372 100.0 9,617,866 100.0 △200,505 △2.0

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成21年２月28日

当第３四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28日

比較増減

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

金融商品取引法関連 3,928,616 178,147 4,152,991 162,326 224,374 △15,821

会社法関連 915,717 235,462 836,791 187,685 △78,926 △47,777

ＩＲ関連 1,930,987 291,772 1,647,720 197,281 △283,267 △94,491

その他 623,750 57,393 577,393 36,506 △46,357 △20,886

合計 7,399,072 762,776 7,214,895 583,800 △184,177 △178,976

製品区分

前第３四半期連結累計期間
自 平成20年６月１日 
至 平成21年２月28日

当第３四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 4,613,280 47.0 4,721,459 49.1 108,178 2.3

会社法関連 1,719,426 17.5 1,663,359 17.3 △56,067 △3.3

ＩＲ関連 2,813,377 28.7 2,609,624 27.1 △203,753 △7.2

その他 672,287 6.8 623,423 6.5 △48,863 △7.3

合計 9,818,372 100.0 9,617,866 100.0 △200,505 △2.0

宝印刷㈱（7921）　平成22年５月期第３四半期決算短信

－ 12 －


	サマリー.pdf
	定性的情報
	財務諸表
	注記



